
＜参考資料＞地域等における取組実例～研究会における発表事例～ 

 

 １）茨城県笠間市（地域の特性を活かした着地型旅行商品の造成） 

 ２）千葉県成田市（外国人旅行者への情報提供） 

 ３）北海道ニセコ町（外国人と共生する観光地域と観光協会の株式会社化） 

 ４）高知県（イベントを活用した観光施策と観光協会との協働） 

 ５）長崎県佐世保市（観光協会における自主財源の確保及び雇用問題） 

 ６）㈱ジェイティービー（旅行関係事業者と観光協会等の連携について） 

７）石川県和倉温泉 加賀屋（加賀屋の「おもてなし」） 

８）㈱帝国ホテル（帝国ホテルの「おもてなし」） 



１）茨城県笠間市（茨城県笠間市商工観光課 副参事 小沢敦氏） 

地域の特性を活かした着地型旅行商品の造成 

 

茨城県笠間市の観光協会は、平成 22 年に第 2種旅行業を取得し、「笠間発見ツアー

ズ」を立ち上げた。その主力商品が体験型周遊プラン『笠間発見伝』で、“地元のプ

ロ”と交流できる地域住民を巻き込んだツアー内容が魅力です。 

 

笠間市での問題点 

① 高齢化、人口減少 

② イベント依存による一過性の集客が多かった 

 

○今まで、笠間市に訪れていなかった新規来訪者を通年で獲得することが必要 

○通年型観光地域への条件は地域の基本的な魅力度が高いこと 

 

・まちの景観 
泊まりたくなる施設、滞在して楽

しみたい観光資源がある地域とし

て、地域特有の魅力を磨く。 

・定番の土産 

・食の魅力 

・宿泊の魅力 

 

そこで笠間観光協会では、基本的な観光地域の魅力づくりとして、旅行業を取り入

れた観光振興策を推進しました。 

個々分散している観光資源にテーマ性、ストーリー性を付加し、商品化して魅力を

高めました。 

旅行商品を販売するためには、旅行業登録が必須ですが、利益追求を事業目的とす

る旅行会社を営むものではなく、旅行業を使って下記のことを活用することを目的と

しています。 

・モデルプランを旅行商品化して販売する 

・ワンストップサービス 

・観光客のニーズに合った企画提案 

・既存の旅行会社が作らない地域の個性を活かした商品を作り販売 

・滞在時間の延長＝消費の拡大   等 
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 体験型周遊プラン例 



２）千葉県成田市（一般社団法人成田市観光協会 専務理事 神宮敏行氏、小川雅代氏） 

外国人旅行客への情報提供 

 

千葉県成田市は、日本の玄関口として年間 400 万人前後の外国人観光客が入国する

成田空港を抱える地で、成田市観光協会は、その地において日本人は元より数多くの

外国人観光客に対しての情報発信や案内業務など、外国人観光客の受入について様々

な取組みを実施しています。 

 

特に公衆無線 LAN の整備に力を入れております。モバイル端末で LAN に接続すると

周辺の観光情報ページに自動的にアクセスし、無料で利用可能となる観光ガイドサー

ビスを充実させており、他の地域でも参考していただける事例となっています。 

 

具体的な取組みは、成田市観光協会公式サイト「FEEL 成田」を平成 15 年に開設し、

平成 20 年の大幅リニューアルを経て、年間 200 万ページビューの実績があります。 

 

成田市観光協会公式サイト「FEEL 成田」の特徴として、同サイトはお客様の知りた

いことを現場で感じている観光案内所の職員がコンテンツ作成を行っていることが

挙げられます。そして、観光協会の役割の大部分は情報提供にあると考えているため、

職員によるコンテンツ作成が始まりました。 

Wifi は、外国人旅行客からの要望が強いサービスであることから、成田市内の観

光地、商業施設、周辺ホテル等に、独自の公衆無線 LAN を設置しました。そして、外

国人旅行客向けに英語の観光情報を提供するアクセス・フリー成田という観光ガイド

サービスを提供しています。 

成田市観光協会は 443 社（平成 26 年６月現在）が加盟し、入込客数の拡大と年間

を通しての安定的集客や来訪者を満足させる感動や癒しをもたらす観光地域づくり

のために活動しており、本取組みは観光協会会員の協力参加によって実現するサービ

スです。 

その他にも成田市観光協会は観光コンテンツとして、成田の梅まつりをはじめとし

た四季折々のイベント運営や成田太鼓祭への後援、紫陽花植樹等を実施しています。

また、新勝寺の参道でおもてなしの気持ちを季節の花で表す運動等を行っております。 

 

マーク     キャンペーンチラシ    アクセス・フリー成田全体イメージ 
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３）北海道ニセコ町（ニセコ町役場 商工観光課長 前原功治氏、主査ポールハガード氏） 

外国人と共生する観光地域と観光協会の株式会社化 

 

○外国人と共生する観光地域 

 ニセコ町が外国人の人気を得た要因は、口コミであり、情報発信だけではなく、

お客様が来て楽しんで帰った後、その地域の良さなどを自分の友達に伝えることが

効果的であったようです。 

ニセコ町役場には、外国人の国際交流員も在籍しており、旅行会社向けのプロダ

クトマニュアルを作成しています。単なる情報の翻訳ではなく、それぞれの国の感

覚にあった資料として仕上がっています。 

また、バブル期以前より冬期はキャパシティー不足、夏期は多くの空室という格

差に悩まされる問題が生じていましたが、地域内の宿泊事業者が自分の趣味や特技

を夏期の集客に活かすようになり、夏の体験観光が生まれました。 

 

○ニセコ町の観光協会の株式会社化について 

 ニセコ町の観光協会は、平成 15 年に全国で初めて株式会社化しました。株式は、

半分は町民・法人で所有しているが、残りはニセコ町が所有しています。構成人員

が役員が 7 名で社員が 15 名です。決算状況については基本的に黒字を維持してい

ます。 

 

観光協会の事業 

・旅行事業･･･協会立ち上げ当初はより、旅行事業の資格のある人を雇い入れ、企

画商品を販売している。 

・物販事業･･･観光協会で管理を請け負っている道の駅で地元の特産品を販売して

いる。 

・観光案内業務･･･ニセコ町から観光案内業務を受託している。 

 

 

観光協会の運営の課題、問題点等 

株式会社化することで公共性を担保しつつ、スピーディな意思決定ができるシス

テムを持つということを一番の柱としていましたが、現実問題として、利益を上げ

ることと公共性のバランスが課題となっています。 

 

観光協会が主催する観光事

業者を対象とした勉強会 3 
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４）高知県  （観光振興部長 久保博道氏） 

大河ドラマを契機にした観光施策と観光協会との協働 

 

高知県の人口は、全国に 15 年先行して平成２年から自然減となっており、65

歳以上の高齢者人口の割合も全国に先駆けて増大しています。このままでは、県

内の産業や商業が先細る一方の状況であったことから、平成 21 年度からスタート

した県の産業振興計画の柱として、「活力ある県外市場にモノを売って外貨を稼ぐ

『地産外商』」を掲げ、観光振興にもこれまで以上に県をあげて取り組んで行くこ

ととしました。 

 

平成 22 年に放送された NHK 大河ドラマ「龍馬伝」の追い風に加え、２年続けて

開催した博覧会の効果もあり、地域の観光資源の掘り起こしや磨き上げが進み、

受入環境が整備されてきました。博覧会が終了した平成 24 年度からは、首都圏等

のマスメディアへの情報発信を強化し、テレビや雑誌などで高知県の情報を取り

上げていただくよう働きかけてきました。その結果、現在では、週１～２回は紀

行、食、お笑いなどの番組で、高知県が取り上げられるようになりました。また、

首都圏や関西圏等の旅行会社に対しては、博覧会を契機に、地域の宿泊施設や観

光施設など民間の方と一緒にセールスプロモーションを実施しており、現在も継

続して官民協働のＰＲに取り組んでいるところです。 

 

   観光協会との連携については、県庁の観光振興部と観光コンベンション協会を

ワンフロア化し、一体となって観光振興に取り組んでいます。県が企画立案し、

コンベンション協会が実践部隊という位置付けです。具体的には、受入、プロモ

ーションなどの業務ごとに県と観光コンベンション協会のセクションがカウン

ターパートとなり、日常的に連携を密にしながら業務を進めています。 

 

高知県の取組み例 

龍馬パスポート   おもてなしタクシー  『高知家の食卓』県民総選挙 2014 
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５）長崎県佐世保市（公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 

観光地域づくり推進室室長代理 塩見浩子氏、久田菜津美 氏） 

自主財源の確保及び雇用問題 

 

   佐世保観光コンベンション協会は平成 25 年４月に「『海風の国』佐世保・小値賀観光圏」

の認定を受け、同協会がその推進母体である「観光地域づくりプラットフォーム」として観

光圏事業に取り組んでいます。 

 

当協会の自主財源となっている主な収益事業は、不動産賃貸事業及び駐車場運営事業と旅

行業法に基づく「旅行業」となっています。旅行業では、着地型旅行商品「SASEBO 時旅」の

造成、販売を行っています。 

「SASEBO 時旅」の広報については、ガイドブック作成のほか、雑誌・新聞への掲載、ホー

ムページでの情報発信を行っています。ガイドブックの配布については、市内の主要施設に

設置しているほか、主なターゲットである福岡においては、関係団体への配布のほか、フリ

ー雑誌と連携して同梱配送を行うことで、ターゲット層に向けた情報発信に努めています。 

 

「観光協会は補助金への依存度が高い」という問題点がありますが、当協会も、行政から

の補助事業、委託事業、自主事業（自主財源）という三つのくくりで事業を行っています。 

公益性と収益性という両輪で事業を行っていますが、公益財団法人として、50％以上は公

益事業を行わなければならないという縛りがあり、収益事業はそれ以上超えることはできま

せんが、職員のモチベーションや処遇改善のためには、収益性の確保に努めていかなければ

なりません。 

 

   また、当協会は賛助会員からの会費も運営費にあてていますが、会員数が伸び悩んでおり、

会員の満足度を上げ、会員数の増につなげていくのかが今後の課題です。 

さらに、人件費については、行政からの運営費補助で賄っている状況ですが、今後、職員

の雇用や給与体系の整備が必要だと認識しています。 

問題点としては、派遣職員は約２年間の勤務で交代するため、入れ替わりが頻繁になって

いること、契約社員が多く、将来展望や人生設計がなかなか見込みづらいこと、離職率も高

くノウハウの蓄積につながっていないこと、新たな人材を求める際に、今の給与水準では高

度な知識と技能を持った人材の確保が期待しづらいということが挙げられ、結果、当協会全

体の資質向上につながりにくいと分析しています。 

   これらを解決するためには、正社員、派遣社員、契約社員のバランスのとれた適正な配置

行っていくことが必要であり、さらに、当協会に長く在籍し、戦力として実績を踏まえなが

ら活躍し続ける職員を増やしていくためには、職員の処遇改善を図っていく必要があります。 

そのためにも、自主財源の確保につながる収益事業をいかに拡充していくのかが、今後重

要となってきます。 

 

 

5 

 

 

 



６）㈱ジェイティービー（㈱ジェイティービー 観光戦略室長 加藤誠氏、 

観光戦略室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山下 真輝氏） 

旅行関係事業者と観光協会等の連携について 

 

現在、国内旅行市場では地域の資源が重要になってきており、旅行形態も画一的な

旅行でから旅行目的が多様化して、消費者の価値観やライフスタイルが多様化し、旅

行も多様化してきたため、それに対応する必要があります。 

インターネットが身近になり、情報が一般的にたやすく取られるようになり、イン

ターネット販売が増加しています。 

これからは、地域の観光協会等が自らその土地に誇りを持って、その魅力を磨き上

げて掘り起こし、旅行会社ともしっかり協業し、お客様に真の魅力を提供していく必

要があります。 

 

旅行市場は、ほとんどの観光地域でその観光地域のある県民の方に支えられている

という側面が大きいです。多くの温泉地は 5～6 割ぐらいの宿泊客がその県のお客様

であって、さらに 2～3時間圏内の周辺近隣の人たちを加えると 7～8割というような

温泉地や観光地域が多いです。また、そういう方々からリピーターとして何回も来訪

してもらわないと、観光地域を支えられないというのが現状であるため、何回も行き

たくないというような観光地域は経営できません。 

着地型旅行の取組みには、旅行者、地域、旅行会社のそれぞれに意味があります。

「物見遊山型観光から経験価値型観光へ」旅行者のニーズは変化しており、地域資源

の活用のあり方も考えていかなければなりません。そして、自らが集客する術を持っ

た中で、滞在時間を延ばして観光消費額を上げていくということは大きな意義です。 

持続可能な観光の推進体制をつくる意味では、外部の人たちとの接点を持てる人材

が非常に重要です。観光協会等の会員だけにしか目が向いていないような観光協会等

では発展が難しく、新しい価値を自らつくり出すことは難しい。観光協会等の会員の

ためだけにやることは結果として会員のためになりません。外部との接点をつくり、

会員の価値を高めていくかということが観光協会等の役割となります。 

 

旅行会社にはたくさんの情報があります。特にお客様のデータは膨大にあります。

今ままでは顧客データを地域の方々と共有することはできませんでしたが、着地型旅

行商品を売れるようにするためには、どのようなお客様にどのような手段で訴求する

のかなど、旅行会社が持っている情報を活用し、地域と共に情報発信していく仕組み

をつくる必要があります。 
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７）石川県和倉温泉 加賀屋   （加賀屋女将 小田真弓氏） 

加賀屋の「おもてなし」 

 

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選」で 34 年連続総合１位を獲得している

石川県和倉温泉「加賀屋」は、明治 39 年に操業しました。 

創業者の後を継いだ二代目に嫁いだ先代の女将が「日本一の宿にしてみせる」と

の決意が今でも受け継がれています。 

 

 加賀屋の「おもてなし」の本質は、正確性とホスピタリティ、モットーは笑顔と気

働きであると社員を教育しています。お客様が何を望み、どういう目的で来館してい

るのかをしっかり読み取ってサービスを提供しています。そのためには社員（客室係）

一人一人が自らの感性を磨いていなければなりません。 

 

また、お客様をもてなすため、笑顔が出るような職場づくりを心がけています。お

客様の満足度が一番大切ですが、社員が本当に満足して働いているのか、社員の満足

度も大切です。満足感を持ってお客様に接しないと、心からの笑顔で接客することが

できません。 

 

外国人宿泊客に対しても満足いただけるよう、その国の国花を飾るなど、その国の

ことを色々調べ、使っていいもの、喜ばれる花など勉強しながら勉強会を開き、社員

全員が共通の意識をもって接客しています。 

 

「おもてなし」に 100 点満点はありません。そのため、お客様へのアンケート調査

が重要です。アンケートに書かれている不満を改善することで加賀屋流の「おもてな

し」を提供しています。 

 

加賀屋では、客室係が一番大切だと考えています。会長の「客室係が輝くために舞

台づくりをしている」、支配人の「客室係の注文がお客様の声である」というように、

加賀屋という会社は客室係が生き生きと働ける仕組みが考えられています。 
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８）㈱帝国ホテル （㈱帝国ホテル宿泊部接遇課 ﾁｰﾌﾌﾟﾛﾄｺｰﾙｵﾌｨｻｰ 室谷廣二郎氏） 

帝国ホテルの「おもてなし」 

 

帝国ホテルは、1890 年に明治政府の意向によって迎賓館としてオープンしたのが原

点で、今年 11 月で 124 年を迎えます。 

 

帝国ホテルにとって大事な要素として、建物・設備（ハード）、提供する商品やサ

ービスの仕組み（ソフト）、商品を提供することができる人材（ヒューマン）の三種

類があると昔から意識しており、これらの３要素が高い次元でバランスよく機能し、

時代に合ったサービスにメンテナンス、リバイス、リノベーションしていくことが方

針です。 

 

帝国ホテルでも、人材育成が大きな課題になっています。時代に合ったサービスを

作り、それを実現していく人間の教育、研修において、世間とのつながりを意識させ

るよう人材育成を行っています。 

その中の一つとして典型的なことは、「100－1＝99 ではなく、0 である」というこ

とです。お客様にとって何か一つ気に掛かることがあれば、「でも、他の 99 は良いで

す」、ということにはなりません。 

 

お客様は各職場（＝点）に関係なく線の上を歩いています。そのため、一つの点で

ある各職場が現場力を発揮し、活動範囲を広げ、お客様の行動の前後を意識すれば、

点はやがて線になっていきます。 

そのため、帝国ホテルでは、自分が担当する職務は当然ですが、視野を広げ、関連

する職場の知識を得て、お客様の要望を引き出すような体制がつくられるよう取り組

んでいます。 

 

ホテルとしての課題はいつも持っているが、どういうホテルにしたいのか、自分た

ちの強みは何なのかを、明確に考えていることが成功している要因だと思います。 
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